
港まちづくり協議会ニュース
第９０号 （平成２６年５月１２日発行）

港まちづくり協議会のホームページをご存知ですか？

港まちづくり協議会では、ホームページからの情報発信にも力を入れています。今後行われる
事業はもちろん、過去の事業を振り返られる写真・動画もお楽しみいただけます。これまでに発行
された「ぶらり港まち新聞」も、全ての号がダウンロードできます。また、事業にご参加いただいた
皆さんの様子もご覧になれます。

どんなホームページなの？ ⇒ 皆さんの笑顔がいっぱい。

日々の出来事は、フェイスブック、
ツイッターにて発信しています！

港まちの情報や協議会の事業の紹介など楽しい情報満載です♪

●ホームページはこちらでご覧いただけます。
アクセス先

平成２６年度 コミュニティ活動の推進事業がはじまります

第９２回港まちづくり協議会（平成２６年４月３０日開催）において、本年度実施する「コミュニティ
活動の推進に関する事業」について協議を行い、以下の事業委託が決定しました。

委託事業を紹介します

※各委託事業の詳細については、協議会ニュースまたはホームページにて随時ご紹介していきます。
本号では、「まちの遊び場へ行こう」「遊びの広場 やんちゃ横丁」の実施概要をご紹介しています。

委託事業名 実施団体 開催予定時期

まちの遊び場へ行こう 法人みなと子育ているかねっと 平成 年 月～ 月

まちの遊びばぁ～ば 法人みなと子育ているかねっと 平成 年 月～ 月

遊びの広場 やんちゃ横丁 西築地路地裏遊びの会 平成 年 月～ 月

日本舞踊子ども教室 法人西築地オレンジネット 平成 年 月～ 月

み ん なとまちガーデンプロジェクト 都市農業を育む会 平成 年 月～ 月



みなとまちで暮らす コミュニティ活動の推進事業

企画・運営 NPO法人みなと子育ているかねっと

「まちの遊び場へ行こう」が開催されます。

遊びながら楽しく学べる！

毎回好評の企画「まちの遊び場へ行こう！」を本年度も実施します。遊びながら楽しく学べる講
座が盛りだくさん！子どもたちの遊び場としてだけでなく、お母さん同士の交流の場としても好評
です。ご家族やお友だちとご一緒に、ぜひお出かけください！

■開催予定 ： 第2・第4水曜日
■時間 ： １０：００～１１：４５
■会場 ： 名古屋港湾会館 第３会議室
■対象 ： 未就園児とその保護者・家族
■参加費 ： 無料
■参加方法 ： 下記の必要事項を「いるかねっと事務局」まで

お知らせください。
①保護者氏名 ②お子さんの名前 ③年（月）齢
④電話番号 ⑤お住まいの学区
※当日参加可能。予約が必要な場合があります。

【いるかねっと事務局】
TEL / 080-3065-9957 FAX / 052-654-3900
E-mail:iruka-net.20037@c.vodafone.ne.jp                                 

各回の予定（内容は変更となる可能性がございます）
●６/１１（水） おもちゃ図書館
●６/２５（水） Kids English
●７/ ９（水） ママ子エクササイズ
●７/２３（水） アロマクリーム作り
●８/２０（水） マジック＆ワークショップ
●９/１０（水） スクラップキング
●９/２４（水） あかり玉

みなとまちで暮らす コミュニティ活動の推進事業

企画・運営 西築地路地裏遊びの会

「あそびの広場 やんちゃ横町」が開催されます。

■お問合せ：日本独楽博物館
TEL:052-661-3671

「やんちゃ横町」が今年度も始まります。コマ、けん玉など、

いろいろな昔遊びが自由に楽しめます。遊びの名人が基本の
遊び方や技を教えてくれるので、初めての人も技を磨きたい
人も、子どもから大人まで、それぞれの楽しみ方に出会えます。
更に各回毎に特別プログラム(工作)も体験できます。
みなさんお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください！

人気の昔遊びで新しい技に挑戦！

■開催予定： ６/２９（日）、７/２７（日）、８/２４（日）、９/２１（日）
■時間： １０：００～１６：００※工作の受付時間は１０：００～１２：００

■会場：西築地コミュニティセンター、元町公園
■参加費：無料

各回の特別プログラム(工作)の予定
●６ ２９ 日 ぴょんぴょんガエル
●７ ２７ 日 糸のぼり人形
●８ ２４ 日 みずぶね
●９ ２１ 日 ダンボールゴマ



平成２５年度に開催した事業計画作成部会において検討し、協議会での審議を経て決定した

「名古屋市への要望事業」の実施内容が決まりました。

（平成２６年３月２６日開催、第９１回港まちづくり協議会において、名古屋市総務局より報告）

平成２６年度に実施される
名古屋市への要望事業の実施が決定しました。

■予算総額は、約７，０００万円となります。

港橋広場公園の噴水等の稼働 跳ね上げ橋の補修

西築地小学校の環境教育施設の維持管理 江川線花壇の充実

名古屋みなと祭の警備に関する補助金の増額 公園の整備・調査等

コミュニティ道路の整備 江川線樹木の整備

小構造物の充実

平成２６年度 協議会事業予算をお知らせします。

第９１回港まちづくり協議会（平成２６年３月２６日開催）において、平成２６年度の予算につい
て審議し、承認されました。

○収入 （単位：千円）

１　港まち活性化事業補助金

合計

○支出 (単位：千円）

〇-(1)防災・減災まちづくりの推進

〇-(2)AED活用の促進

〇-（3)コミュニティ活動の推進

〇-(4)港まち文庫事業

△－(1)地蔵盆まつり　

△－(2)みなとイルミナート

△－(3)名古屋みなとをどり

□  みんなと港まちを創る

□－(1)ぶらり港まち新聞

□－(2)提案公募によるまちづくり事業

□－(3)調査検討事業

□－(4)広報費

□－(5)事務局運営経費

合    計

内　　容 予算額

内    容

〇　心地よく安心な港まちで暮らす

△　魅力的でにぎやかな港まちに集う



＜お問い合わせ先＞ 受付時間 ： 平日 ： ～ ：
港まちづくり協議会事務局 〒 名古屋市港区名港 コーラルまるさんビル 階 Ｄ号室
電話： ： メール：
★上記の事務局に会議資料を設置し、どなたでも閲覧できるようにしています。
★港まちづくり協議会の情報は、インターネットでも見ることができます。
ホームページ

□港まちづくり協議会では、ボートピア名古屋設置に伴い競艇を施行する自治体（蒲郡市など）から名古屋市に交付される

「環境整備協力費」を財源とする「港まち活性化事業補助金」を用いたまちづくり事業を、住民と行政との協働により検討・実

施しています。協議会の委員は、西築地学区連絡協議会・築地口商店街振興組合・ポートオブナゴヤ商店街振興組合から

の推薦を頂いた方々と名古屋市の職員で構成されています。

□港まちづくり協議会の会議は誰でも傍聴できます。傍聴のルール、会議の開催日や会場など詳しくは下記の協議会事務局

までお問い合わせください。

今月の港まち情報

名古屋港しおかぜコンサートにて「なごや懐メロ楽団オン・ステージ９」が開催
されます。のど自慢さん達の歌声を聞きに出かけてみてはいかがでしょうか。

■場所：名古屋港ポートハウス
■日時：６月１日（日） ： ～ ：
※日時は都合により変更になる場合がございます。

毎回大変な盛り
上がりを見せる
楽しいコンサート
で す ！ →

平成 年度の協議会委員をご紹介します。

会長 髙羽 章 西築地学区連絡協議会推せん

副会長
佐藤 良一 築地口商店街振興組合推せん

河村 隆司 名古屋市港区役所区民生活部長

委員

河村 満輝 西築地学区連絡協議会推せん

田畠 多津子 西築地学区連絡協議会推せん

古谷 學 西築地学区連絡協議会推せん

松本 一男 西築地学区連絡協議会推せん

牧ヶ野 英生 西築地学区連絡協議会推せん

鳥羽 義人 名古屋市総務局総合調整部総合調整室長

伊藤 一朗 名古屋市市民経済局企画経理課主幹（企画・外郭団体）

田村 正史 名古屋市住宅都市局まちづくり企画部臨海開発推進課長

鈴木 祥夫 名古屋市緑政土木局港土木事務所長

○前職委員の人事異動等に伴い、3名の委員が交代になりました。
・石田 辰三 委員 ⇒ 古谷學 委員 （西築地学区連絡協議会推せん）
・安田 裕樹 委員 ⇒ 伊藤 一朗 委員 （名古屋市市民経済局企画経理課主幹 企画・外郭団体）
・鈴木英文 委員 ⇒ 田村 正史 委員 （名古屋市住宅都市局都市整備部臨海開発推進室長）
○細野雄三前事務局長の人事異動に伴い、服部真二企画経理室長が事務局長に就任することとなりました。
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